＜試験官に関して＞
外国人試験官（NS）：30 代前半くらいの白人男性。短髪で服装はセーターを着ていてカジュアルだった。穏
やかで優しい印象をうけた。英語になまりはなく、ハッキリと話してくれて聞きやすかったし、時折かるく笑
顔がみえたのでこちらも話しやすかったです。
通訳ガイド（TG）：ＴＧとＧＯの区別ができませんが、日本人男性 1 人が同席しました。50～60 代位のスー
ツを着た人で、最初に名前と出身を聞かれた以外は、ずっと顔を下に向けメモをとっていました。なので、面
接中はＮＳとの会話とアイコンタクトに集中しました。
＜面接試験の実際＞
I
失礼します。Good morning.
NS

Please tell us your name, and where you live.

I
NS

Yes. My name is Takako Naruoka. It’s very nice to meet you. I live in Bunkyo-ward in
Tokyo.
I see. We’ll ask you some questions, OK?

I

Yes, please.

NS

I see cat dolls at the shops sometimes. They are called Manekineko, what are they?

I

They raise their hands like this, right? (右 手 ・ 左 手 を 使 っ て マ ネ を す る ) These
beckoning cats, Manekineko are believed to bring good luck. Restaurant owners or
shop owners want more customers or money, so Manekineko are usually placed at
restaurants or shops.

NS

Are there only world cultural heritage sites designated by UNESCO in Japan? (たしか
こんな質問だったと思います・・・)

I

There’re 14 world heritage sites in Japan. (その後で 14 か 13 か自信がなくなり) I think
there’re 14, there are about 14….
The closest one is Nikko. There are two shines and one temple, and these three are
registered all world heritage sites by UNESCO.

NS

I see. (少し沈黙があって、私が話しつづけるべきかためらっていたら)
Go on. Go on.

I

First of all, it takes one hour and half to get to Nikko by train. …….東照宮について一言
二言話しましたがどう話したか思い出せません…….
There’s a gate called Yomei-mon. There’re many elaborate carvings on this gate. Very
beautiful. It’s also called Twilight gate because we can spend all day checking out the
carvings. I highly recommend Nikko. (この部分は自信を持って大きな声で言った。)

NS

I see. (笑顔をみせてくれた)

I

Well, It’s about the size of California in America. Other than that, I’ve heard it’s about
the same size of New Zealand and England.

NS

How is Japanese prime minister chosen?

I

(これは去年も聞かれ、富士の 2 次対策でも練習したのに未だに苦手な質問)
That’s good question…..well, first there are more than one party in Japan because
Japan is a……
Democratic country. (democratic が出てこず、NS に助けてもらう)
People vote for party, and party decides…..続かなくなってしまう。And…….in the case
of last election, DPJ, democratic party of Japan won the majority seats in the house of
Representive,….この後も続かなくなってしまい、関係ない話をスタートさせたと思う。
自信なく話している途中に

TG
I

NS

Who’s the prime minister??(ちょっとイラッとした感じで聞かれてしまった)

I

いつもの癖で“answer first”ができなかったんだと気づく。
His name is Mr. Yukio Hatoyama.

NS

And, he’s from DPJ?

I

Yes, Democratic party of Japan.
試験が終わった後、TG が私が洋服に付けていたイチョウのブローチを見て、

NS

Tell me about Noh? “能”

I

能も苦手な topic なのでスローに話し出しました。
Noh is one of the traditional Japanese theater. It was developed in the Muromachi era
around the 15 century. In Noh, a main character wears a mask, and he performs on the
stage. (今思えば当たり前のことを言ってますね…)
There are people with drams in, in in the back. (質問④くらいから口がまわらなくなっ
てしまった。) and the are…… 何を言ったか忘れました。
Ｎoh is not so easy to understand compared with Kabuki.(しまった！negative なことを
言ってしまった。と思い) But once you understand deep feelings(それが expressions に
なったはず) on the mask, I think it’s interesting. (かなりぎこちなくとりつくろうように
話してしまったし、全く日本の能・歌舞伎を見たことのない人には分かりずらい説明だっ
たと思います。)

NS

I see.

I

There’s National Theater near the Imperial Palace, you can watch Noh there. (千駄ヶ
谷の能楽堂がでてこなかった)

NS

I see.

I

Is that it? That’s quick…..
Thank you for your time, and have a good day.
去年よりもさらにアッという間に経ってしまいました。2 分くらいに感じました。

＜反省点、今後の課題、後輩へのアドバイス等＞
感想：聞かれた質問は予想よりかなりシンプルだった。
反省点：質問がシンプルだっただけに、そこから答えを広げて具体例や自分の意見を短く加えても良かったか
な…と思った。また、首相の選ばれ方や能について、かなり簡略して話してしまった気がする。もう少し落ち
着いて話せばよかった。
☆去年の面接が不合格だったので、今年は後がない！というプレッシャーの中とても緊張しました。この一年
で自分が一番力を入れてきたことは“人前で話すことに慣れる”、そして本番では挨拶と笑顔でやる気をアピ
ールすることでした。その点に関しては、悔いはないので自分では満足しています。結果はどうであれ、去年
から富士アカデミーで学んだことは自分の大きな財産になっています。今後は学んだことは無駄にせず、さら
に知識を広げていくよう勉強しつづけていきたいと思っています。2 次対策の外国人講師も素晴らしい方ばか
りでした。ありがとうございました。

